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（訂正）「平成 30 年３月度 月次流通総額のお知らせ」および 

「平成 30 年４月度 月次流通総額のお知らせ」の一部訂正と 

今後の月次流通総額の公表取りやめについて 
 

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテク）は、平成 30 年４月 12 日付「平成

30 年３月度 月次流通総額のお知らせ」および平成 30 年５月 14 日付「平成 30 年４月度 月

次流通総額のお知らせ」の記載内容に一部訂正がございましたので、下記のとおりお知らせい

たします。訂正箇所には下線を付しております。 

なお、本開示をもって月次流通総額の公表を取りやめることをお知らせいたします。 

 

記 

 

① 訂正の経緯・理由 

平成 30 年５月 28 日において、シェアテクが月次で公表している月次流通総額について、

過去の数値を確認した結果、平成 30 年３月度および平成 30 年４月度の月次流通総額の数値

の誤りが認められました。この度、流通総額の数値について再精査し、訂正後の金額が確定い

たしましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 

 

月次流通総額の算出にあたっては、担当部署にて月次データを集計、ダブルチェックを行っ

た後、前年同月比の売上の伸びと比較して、伸び率に乖離がないかを確認し、数値を確定させ

ております。この度の集計において、その計算過程で誤謬が生じたこと、また、下表の通り、

平成 30 年３月度および平成 30 年４月度において、流通総額の伸びに対して、売上高の伸び

が顕著に大きくなってきており、チェック機能が働かなかったことが原因であります。 

 

誤った数値を記載してしまったことを謹んでお詫び申し上げます。 

なお、今回の数値の訂正によるシェアテクグループの平成 30 年９月期の連結業績に与える

影響はございません。 

（ご参考）：売上高と流通総額の伸び率と乖離の状況 

[前年同月対比] 
2017 年 10 月～ 

2017 年 12 月 

2018 年１月～ 

2018 年３月 
2018 年 4 月 

売上高の伸び率 170% 193% 179% 

流通総額の伸び率 

(訂正前) 
163% 

184% 

（186%） 

160% 

（171%） 

乖離率 

（訂正前） 
7% 

9% 

（6%） 

18% 

（7%） 



※流通総額に対する実際の売上高の比率が低いサイト、流通総額という概念がないサイト等

については、投資家の皆様のミスリードを防ぐため、表中の売上高、流通総額、共にそれら

のサイトの影響を含めておりません。したがって、当社 WEB 事業全体の売上高としては、表

中の売上高に加え、上場以降にシェアテクグループとして開始された「航空券予約サイト 

ソラハピ」、「フランチャイズの窓口（金融４メディア含む）」、「海外留学サービス スマ

留」、「お金つくーる」等の新規オープンしたサイトや平成 30 年４月に M&A が完了したサイ

トの売上高が加わります。 

 

 

② 今後の流通総額の公表について 

また、当初、平成 30 年 10 月（平成 30 年９月度流通総額）までは従来どおり公表するこ

ととしておりましたが、このように WEB 事業の既存ジャンルにおいて乖離が進んでいるこ

と、M&A が当初予定を上回るスピードで進んでいること等、シェアテクを取り巻く環境が激

変している中で、売上高総額の伸びと流通総額の伸びも益々乖離が進むと考えられ、またこ

の度実際に誤った開示がなされてしまったことを踏まえ、投資家の皆様のミスリードを防ぐ

ことを目的として、急遽ではございますが、今回の流通総額の開示をもって、流通総額の開

示を終了させていただくことに致しました。 

  



（訂正箇所１ 平成 30 年３月度月次流通総額） 

 

【訂正前】 

リード文 

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテク）は、平成 30 年３月度月次流通

総額が 7.1 億円を達成し、前年同月比 186％となりましたことを下記のとおり、お知らせ

いたします。前年同月比で、平成 30 年２月度（187％）に続き好調を維持しております。 

 

 

１．流通総額グラフ 

【2018 年９月期月次推移】        【2018 年９月期四半期推移】 

  
 

 

２．流通総額算出方法 

また、2017 年 10 月、11 月、12 月、１月、２月、３月について、旧算出方法を用いた

場合の流通総額は、それぞれ 5.9 億円、6.0 億円、6.3 億円、5.9 億円、5.7 億円、6.2 億

円であります。 

 

 

４．業績の状況 

流通総額の前年同月比は、平成 29 年 10 月度 148％、平成 29 年 11 月度 171％、平成 29

年 12 月度 168％、平成 30 年１月度 185％、平成 30 年２月度 187％、平成 30 年３月度

186％と好調に推移しております。 

 

 

  



【訂正後】 

リード文 

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテク）は、平成 30 年３月度月次流通 

総額が 6.8 億円を達成し、前年同月比 178％となりましたことを下記のとおり、お知らせ

いたします。前年同月比で、平成 30 年２月度（187％）に続き好調を維持しております。 

 

 

１．流通総額グラフ 

【2018 年９月期月次推移】       【2018 年９月期四半期推移】 

  
 

 

２．流通総額算出方法 

また、2017 年 10 月、11 月、12 月、１月、２月、３月について、旧算出方法を用いた

場合の流通総額は、それぞれ 5.9 億円、6.0 億円、6.3 億円、5.9 億円、5.7 億円、5.8 億

円であります。 

 

 

４．業績の状況 

流通総額の前年同月比は、平成 29 年 10 月度 148％、平成 29 年 11 月度 171％、平成 29

年 12 月度 168％、平成 30 年１月度 185％、平成 30 年２月度 187％、平成 30 年３月度

178％と好調に推移しております。 

 

 

  



（訂正箇所２ 平成 30 年４月度月次流通総額） 

 

【訂正前】 

リード文 

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテク）は、平成 30 年４月度月次流通総

額が 7.9 億円を達成し、前年同月比 171％となりましたことを下記のとおり、お知らせいたし

ます。 

 

 

１．流通総額グラフ 

【2018 年９月期月次推移】         【2018 年９月期四半期推移】 

  
 

 

２．流通総額算出方法 

また、2017 年 10 月、11 月、12 月、１月、２月、３月、４月について、旧算出方法を用い

た場合の流通総額は、それぞれ 5.9 億円、6.0 億円、6.3 億円、5.9 億円、5.7 億円、6.2 億円、

6.9 億円であります。 

 

 

４．業績の状況 

流通総額の前年同月比は、平成 29 年 10 月度 148％、平成 29 年 11 月度 171％、平成 29 年

12 月度 168％、平成 30 年１月度 185％、平成 30 年２月度 187％、平成 30 年３月度 186％、平

成 30 年４月度 171％と好調に推移しております。 

 

  



【訂正後】 

リード文 

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテク）は、平成 30 年４月度月次流通総

額が 7.4 億円を達成し、前年同月比 160％となりましたことを下記のとおり、お知らせいたし

ます。 

 

 

１．流通総額グラフ 

【2018 年９月期月次推移】        【2018 年９月期四半期推移】 

  
 

 

２．流通総額算出方法 

また、2017 年 10 月、11 月、12 月、１月、２月、３月、４月について、旧算出方法を用い

た場合の流通総額は、それぞれ 5.9 億円、6.0 億円、6.3 億円、5.9 億円、5.7 億円、5.8 億円、

6.4 億円であります。 

 

 

４．業績の状況 

流通総額の前年同月比は、平成 29 年 10 月度 148％、平成 29 年 11 月度 171％、平成 29

年 12 月度 168％、平成 30 年１月度 185％、平成 30 年２月度 187％、平成 30 年３月度

178％、平成 30 年４月度 160％と好調に推移しております。 

 

 

 

以 上 


